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　　　　　　　　　芹澤和子 会長 

本年もよろしくお願いいたします。お正月はの

んびり過ごしましたか？新年早々今年の目標立てら

れたと思います。

1月はロータリー理解月間です。ロータリーの基

本概念に国際ロータリーの使命は、他者に奉仕し、

高潔性を推進し、事業と専門職務および地域社会の

リーダーの間の親睦を通じて世界理解、親善、平和

を推進することです。と記されております。この言

葉が好きですし、メンバーは意識しないで自然に実

行していることだと思います。

私のロータリー入会は2005年11月です。あっと

いう間に10年経ちます。入会時ロータリーの名前は

知っておりましたが、全く関心がありませんでし

た。ただ会員の皆様に気を遣いながら後ろを付いて

行ったような気がします。

私の仕事は保険代理業です｡最初はコンサルタン

ト､そしてエージェンシーマネージャー､そのあと代

理店になり､はや30年過ぎました｡この仕事を通じて

沢山の人に出会い､沢山の人の人生に関わり､沢山の

人に助けられ､沢山の幸せをいただきました｡一つの

仕事を続けることは他者に奉仕の心がないと出来な

いと思います。又自分の職業にプライドを持つため

に知識を得て知恵を使わないと続けられません。そ

して世の中の情勢を理解して平和を望む心が大切か

と思っています。まさにロータリーの使命と同じで

す。10年経ちロータリーに加入した目的が分るよう

になりました。ロータリーの仲間が仕事でも、個人

でも本当に良い仲間だと実感しています。私はまだ

まだロータリーについての理解は乏しいですが、会

員以外の人はもっと理解してないかと思います。

今年は友人たちに楽しくロータリーの話をして

みることも年間目標にする予定です。

　　　　　　　１月のプログラム

1122回 18:30 
1月17日(土)

伊豆長岡ﾎﾃﾙ天坊　新年会　ｸﾗﾌﾞ
管理運営委員会　移動･夜間例会

1123回 12:30
1月22日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話
チャック・ウィルソン

1124回 12:30
1月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 
クラブ協議会　上期活動報告

２月のプログラム

1125回12:30
2月5日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC 指導者
講習会報告　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1126回18:30
2月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　2ｸﾗﾌﾞ合同例会 
クラブ管理運営委員会

1127回13:00
2月22日(日)

ホテルグランド富士　
静岡第3分区ＩＭ　新富士ＲＣ

1128回12:30
2月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
会員卓話　クラブ管理運営委員会

　　　　　

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数　25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1121回 25名 23名 - 92.00%

1119回 25名 22名 2名   96.00%

●欠席者(2名）

尾島康夫、成田みちよ

●他クラブへの出席者

成田みちよ（12/22　沼津柿田川RC）　

●スマイル報告（本日のスマイル 53,050円）
1.芹澤貞治、2.植松　正：誕生日のお祝いありがと

　うございます。

3.田村治義：入会記念日のお祝いありがとうござ　

　います。

4.栗原侑男、5.田村治義、6.室伏博子：家族の誕生

　日のお祝いありがとうございます｡

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 久松　但

ロータリーに輝きをロータリーに輝きを

例会場:ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日:毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局 ●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者 ●川口恵美
　　E-mail ●numawestrc@ny.thn.ne.jp

● クラブテーマ ●

   ロータリーで未来の夢を実現しよう

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
2014～2015年度

第24巻25号
2015年1月8日

◆◆第1121例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

新年の抱負　会長・幹事
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7.本村文一：ポールハリスフェロー、いただきまし

　て、ありがとうございます。

8.名古良輔：ベネファクター、ありがとうございま

　す｡恥ずかしくないロータリアンになります｡

9.芹澤和子：新年、明けまして、おめでとうござい

　ます。本年も、よろしくお願い致します。

10.植松　正、11田村治義、12.杉山真一：新年あけ

　まして、おめでとうございます。

13.芹澤貞治：明けまして、おめでとうございます｡ 

　今年は忙しくなりそうです。

14.本村文一：明けまして、おめでとうございます｡ 

　芹澤会長、植松幹事、今年も、宜しくお願い致し

　ます。

15.鈴木博行､16.鈴木良則､17.名古良輔､18.栗原侑
男､19.渡邉亀一､20.久松但､21.宮口雅仁､22.重光 
純､23.宮島賢次､24.井上武雄､25.伊縫文哉､26.上野
祥行､27.土屋昌之､28.下原満知子､29.頴川ゆう子

　：新年あけまして、おめでとうございます。本年

　も、どうぞ、よろしくお願い致します。

30.鶴田龍聖：本年が最良の年であります事を祈り

　ます。

31.成田みちよ：新年あけまして、おめでとうござ

　います。芹澤会長、植松幹事、皆様、本年も宜し

　くお願い申し上げます。欠席、大変申し訳ありま

　せん。

32.クリスマス例会での、車椅子寄付の残金です｡

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①富士宮ロータリークラブ

　1月12日(月)　祝日休会

　2月09日(月)　6日(金)　白尾山記念植樹 

　2月23日(月)　22日(日)静岡第3分区IM

2.報告・連絡事項
①本日は理事会がありますので、理事の方は宜しく

　お願いします。

②次週は、伊豆長岡ホテル天坊にて新年会です。

③29日のクラブ協議会の上期活動報告の原稿を､15

　日までに幹事または事務局まで提出願います｡

④1月のロータリーレートは、1ドル=118円です。

⑤本日8日(木)の17時より、インターアクトクラブ

　例会が開催されます。

⑥静岡南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより、事務所移転のお知らせ｡

・移転日　平成27年1月5日(月)

・新住所　〒420-0913　静岡市葵区瀬名川1-27-

　40あい薬局2F　TEL&FAX　054-277-9066

　・E-mailの変更はありません。

　　(s.southrc-1964@navy.plala.or.jp)

理　事　会　報　告

1, 報告事項
(ア)車椅子贈呈式の日程について、本日の IAC 例

　会で加藤学園高校と調整予定であり、決定次第

　報告致します。

2, 協議事項
①2月度プログラムの件　クラブ管理運営委員長 

　田村治義君　⇒承認

②2クラブ合同例会の件　クラブ管理運営委員長　

　田村治義君　⇒承認

③IMの交通手段の件　

・現地集合とし、費用は個人負担とする　⇒承認

会 員 卓 話（新年の抱負）

芹澤和子会長
　11月15日､16日地区大会に浜松に行きました｡一番
皆様に話したかったことは1116回の会長挨拶で話し
ました。私の頭の中は非常に早く整理ができ新しい
ことが入るとその10倍くらい外に出してしまいます
ので、残っている記憶の中で話したいと思います｡

　 IAC の事です。どこのクラブも活動がマンネリ
化しているため、生徒も担当の教師も生徒のための
クラブ活動のような考えもあるようです。活動をし
ているクラブはスピーチコンテストを行ったり、一
緒に奉仕活動をしたり、一緒にレクレーションをし
たり、メンバーによる卓話をしたりしています。我
がクラブの場合、 IAC ができて間もなく、まだま
だ経験もなく考え方も前に向いていますので、ロー
タリークラブと IAC との連携により形が出来てく
ると思います。

　今年の抱負と目標、後半は会長方針4項目の中で
残してあることをこなしながら、次期田村年度へ引
き継ぐ準備もしたいと思っています。次期は沢山の
行事等があります。私の年度で一番できていないこ
とは会員増強です。掲げた4項目は少しずつ進んで
いますが会員増強は大変難しいと感じています。私
自身は健康で、明るくメンバーと共に笑顔で過ごせ
ることを願っています。皆様のご支援、ご協力お願
いいたします。

植松正幹事
　新年明けしましておめでとうございます。本年は
未年ですが､年男･年女がいないとのことですので、
幹事の責任として抱負を述べさせていただきます。

　私はもうすぐ46歳の誕生日を迎えるため、年男ま
では後年ありますし、中途半端な年齢ではあります
が、自身にとっては銀行を退職し、沼津に戻り丸10
年経過した節目の年と考えております。

　新年を迎えるに当たり、今年のテーマは「堅実」
とし、具体的に三つの方針を立てました。①仕事…
新規投資は抑制し、保有資産の効率的な管理運用に
努める、②ロータリー…芹澤両名を幹事、事務局の
各立場でしっかりとサポートする、③プライベート
…ゴルフの平均スコア95以下、です。

　「堅実」というと、若干保守的や後ろ向きの印象
を与えるかもしれませんが、今後10年を展望した足
場固めの1年としたいと思っています。

土屋昌之会員
　あけましておめでとうございます。年男ではない
のですが、幹事から指名をいただきましたので、新
年の抱負を話させていただきます。新年の抱負を具
体的に2つ考えました。1つ目はロータリー活動にお
いての抱負です。入会して1年半ですが、ロータリ
ーの事がまだよくわかっていないところがあるため
に、昨年の地区大会のときに先輩からいただきまし
た、300ページあるロータリー手続き要綱を1日5ペ
ージ読み、1年間に3回読み通す。それによりロータ
リーの理解を深め、より充実したロータリーの活動
に従事する。2つ目は目標に向かって頑張る精神を
身につけるために、フルマラソンに挑戦する。具体
的には10月にハーフマラソンの大会に出場し、12月
にフルマラソンに挑戦する。来年年男のため、来年
も新年の抱負をお話する機会を与えていただけたら
その際にマラソンの感想をお話しさせていただきた
いと思います。本年もよろしくお願いいたします。
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　　　　　　　　　芹澤和子 会長 

本日は松本東ロータリークラブの皆様がお見

えになり、昼間は楽しいゴルフをご一緒させてい

ただきました。新年会でも沢山のコミュニケー

ションをとり、有意義な時間となることと期待し

ております。皆様を心より歓迎いたします。

昨年11月15日の留学生スピーチコンテストの

素晴らしい活動を広報で拝見いたしました。我が

クラブも次年度は25周年をむかえ、IMも行われま

す。

さて、今日1月17日は阪神淡路大震災から20年

になります。1995年1月17日午前5時46分、阪神淡

路大震災が発生いたしました。大都市神戸を中心

に阪神間の人口密集地を直撃し、壊滅状態になり

ました。23万人が自宅を失い、亡くなられた人は

6,000人を超えました。負傷者は42,000人、被害

総額は10兆円にもなるそうです。日本中の人たち

が被害にあった人たちを思い、心を痛め、涙を流

し、被害者を救うため、共に復興することに惜し

みない力でボランティア活動をいたしまし

た。1995年は日本のボランティア元年ともいわれ

ております。自宅を失い、いつも一緒にいること

が当たり前の家族を失いました。両親を失った子

供、子供を失った親、全ての被害者は、その日一

日を生きて超えることが本当に大変だったと思い

ます。

私も1978年伊豆大島近海地震の時、伊豆の下

田市に住んでおりまして大変恐ろしい経験をいた

しました。冷蔵庫は倒れ、テレビは倒れ、丁度昼

の食事時でしたのでテーブルごと食事はひっくり

返りました。外に出ると瓦が飛んできました。主

人は県庁の職員でしたので全く連絡も取れず帰っ

ても来ませんでしたので子供を守ることで必死で

した。

日本は自然に恵まれ、自然の恩恵を受け、四

季の移り変わりを感じながら暮らしております一

方自然の猛威には人間の力は全く弱いとおもいま

す。

日本列島は2011年から地震と火山噴火の活動

期に入り、今後さまざまな自然災害が予想される

と言われております。私達一人ひとりの心構えが

必要です。

以上会長挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　１月のプログラム

1123回 12:30
1月22日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話
チャック・ウィルソン

1124回 12:30
1月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 
クラブ協議会　上期活動報告

２月のプログラム

1125回12:30
2月5日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC 指導者
講習会報告　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1126回18:30
2月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　2ｸﾗﾌﾞ合同例会 
クラブ管理運営委員会

1127回13:00
2月22日(日)

ホテルグランド富士　
静岡第3分区ＩＭ　新富士ＲＣ

1128回12:30
2月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
会員卓話　クラブ管理運営委員会

　　　　　

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数　25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1122回 25名 14名 - 56.00%

1120回 25名 21名 1名   88.00%

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 久松　但

ロータリーに輝きをロータリーに輝きを

例会場:ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日:毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局 ●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者 ●川口恵美
　　E-mail ●numawestrc@ny.thn.ne.jp

● クラブテーマ ●

   ロータリーで未来の夢を実現しよう

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
2014～2015年度

第24巻26号
2015年1月17日

◆◆第1122例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

新年会
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●ビジター

1.土屋　久様：松本東RC

2.望月一将様：松本東RC

3.北沢清隆様：松本東RC

4.谷　公伸様：松本東RC

5.太田隆治様：松本東RC

●欠席者(11名）

久松但､井上武雄､伊縫文哉､宮口雅仁､室伏博子､

名古良輔､芹澤貞治､重光純､鈴木良則､土屋昌之､

渡邉亀一

●他クラブへの出席者

芹澤和子､植松正､重光純（1/8 IAC）成田みちよ

（1/14 長泉RC）　

●スマイル報告（本日のスマイル 6,000円）

1.芹澤和子、2.田村治義、3.杉山真一、4.本村文

一、5.栗原侑男

：松本東RCの皆様､ようこそいらっしゃいました｡ 

　新年会、楽しんでください。

6.植松　正：クラブ管理運営委員会の皆様、よろ

　しくお願いします。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士山吉原ロータリークラブ

　2月12日(木)　夜間例会

　2月19日(木)　特別休会

　Muは11：30-12：30　ホワイトパレスにて

2.報告・連絡事項

①2月12日(木)の２クラブ合同例会の出欠席をご

　記入下さい。

新　　年　　会

  

　

　伊豆長岡ホテル

　天坊での例会の

　様子

　　例会後、新年会が開催されました。

　

　新年会担当は、クラブ管理

　運営委員会、尾島康夫君と

　頴川ゆう子君

　　なお、新年会には、当日、ゴルフをご一緒し

　た松本東ロータリークラブの5名の会員の方々

　も参加していただきました。

　

　開会の言葉は、

　　鈴木博行パスト会長

　

　　　　　　　　　　松本東ＲＣゴルフ部

　　緑芝会代表　　　　挨拶　土屋久様

　

　　  

   乾杯の様子

　

　　                    

                       松本東RC会員に

　                       よるカラオケ

  

　 懇親会の様子

  

　 閉会の言葉は、

　　 田村治義会長エレクト

頴川（　③　） 久松（　③　） 井上（　③　） 伊縫（１、２） 栗原（　③　） 宮島（　③　） 宮口（　２　）

本村（　③　） 室伏（　２　） 名古（　③　） 尾島（　③　）

杉山（　③　） 田村（　③　）

鶴田（　③　） 植松（　③　） 上野（２、１） 渡邉（　③　）

-------------------------１２月分出席一覧 -----------------------

成田（③）+２ 芹澤貞（③）+２ 芹澤和(　③　)

重光（１、２) 下原(　２　) 鈴木博（  ③  ) 鈴木良(　２　) 土屋(　２　)

例会出席％　86 . 67　% 地区報告％　93 . 33　%

氏名(ホームクラブ出席数、他クラブ出席数)＋超過出席数。丸数字はホームクラブ出席100%を示す。
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　　　　　　　　　芹澤和子 会長 

本日はチャックウイルソン氏の卓話になって

おります。後程よろしくお願いいたします。

今日は骨折についてお話ししたいと思いま

す。骨折はスポーツや事故で起こすものと思われ

がちですが、実は骨折患者の６割以上が60歳以上

の方です。その中で４人に３人は女性です。高齢

者になると住み慣れた家の中での転倒事故が多く

なります。一番多いのは自宅の庭が36.4%です。

骨折すると骨が完全につくまで数か月かかり、長

期のリハビリが必要となります。15歳～34歳の骨

折による平均入院日数は13.9日に対して65歳以上

で52.1日75歳以では上55.7日と入院期間が長期化

いたします。

入院の長期化は認知症を発症したり、寝たき

りになってしまうこともあります。高齢者の骨折

の主な原因は骨粗鬆症です。骨粗鬆症は骨の中が

スカスカ状態になって、骨の強度が低下し骨折し

やすくなる骨の病気です。平成25年の調査により

ますと骨粗鬆症で通院している約197万人の内女

性の割合は93.5％と大変多くなっております。骨

は古くなった骨を溶かす破骨細胞と新しい骨を作

る骨芽細胞の働きによって新陳代謝を繰り返して

います。女性は閉経後に女性ホルモンのエストロ

ゲンの分泌が減ることで破骨細胞の働きが強くな

り新しい骨を作る機能が追い付かず骨がもろく

なってしまいます。

骨粗鬆症が進行すると背骨が変形したり、圧

迫骨折を起こして背中や腰が曲がったり身長が低

くなったりします。骨密度が減ると背骨の一部が

つぶれて背中や腰の激しい痛みの症状がおこりま

す。骨粗鬆症の予防法はカルシュウムを多く含む

食品、ビタミンＤ、ビタミンＫ、タンパク質な

ど、何事も一緒ですがバランスの良い食事をとる

ことでしょう。

継続的な運動は非常に大切です。日常出来る

お散歩、階段の上り下り、等も良いです。

カルシュウムの吸収を助けるビタミンＤの接

収は太陽の紫外線を浴びることも良いとされてお

ります。一度骨密度を計ってみてください。そし

て今から備えておきましょう。それは私自身にも

言えることです。

　　　　　　　１月のプログラム

1124回12:30
1月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 
クラブ協議会　上期活動報告

２月のプログラム

1125回12:30
2月5日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC 指導者
講習会報告　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1126回18:30
2月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　2ｸﾗﾌﾞ合同例会 
クラブ管理運営委員会

1127回13:00
2月22日(日)

ホテルグランド富士　
静岡第3分区ＩＭ　新富士ＲＣ

1128回12:30
2月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
会員卓話　クラブ管理運営委員会

　　　　　

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数　25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1123回 25名 22名 - 88.00%

1121回 25名 23名 1名   96.00%

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 久松　但

ロータリーに輝きをロータリーに輝きを

例会場:ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日:毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局 ●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者 ●川口恵美
　　E-mail ●numawestrc@ny.thn.ne.jp

● クラブテーマ ●

   ロータリーで未来の夢を実現しよう

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
2014～2015年度

第24巻27号
2015年1月22日

◆◆第1123例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

外部卓話　チャック・ウィルソン
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●ゲスト

外部卓話　チャック・ウィルソン

●欠席者（ 3名）

  久松　但、室伏博子、土屋昌之

●他クラブへの出席者

  久松但（1/16 沼津RC）田村治義、渡邉亀一

（1/18 財団セミナー）　

　名古良輔（1/21　eCLUB ONE）

●スマイル報告（本日のスマイル 14,000円）

1.下原満知子：誕生日のお祝いありがとうござい

  ます。

2.鶴田龍聖：家族の誕生日のお祝いありがとうご

  ざいます。元気で過ごしている事に感謝してお

  ります。

3.芹澤和子、4.植松正、5.鈴木良則、6.本村文一

  ：チャック　ウィルソンさん、本日は卓話よろ

　しくお願い致します。

7.尾島康夫：先日の松本東ＲＣとの合同コンペ優 

　勝しました。孫に土産を買います。ありがとう

　ございました。

8.名古良輔：父の一周忌、無事終えました。

9.成田みちよ：所用につき、早退させていただき

  ます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮西ロータリークラブ

　２月20日(金) → 22日(日) 静岡第３分区ＩＭ

　に振替

②沼津ロータリークラブ

　２月20日(金) → 22日(日) 静岡第３分区ＩＭ 

　に振替、ＭＵは11:30～12:30沼津リバーサイド

　ホテルにて

2.報告・連絡事項

①２月12日(木)の２クラブ合同例会の出欠席をご

　記入下さい。

②１月31日(土)14時より、グループホーム友愛ホ

  ーム(沼津市西島町)にて、車椅子の贈呈式を行

  います。当クラブから、会長、幹事、ＩＡＣ委

　員長が参加予定です。

外部卓話　チャック・ウイルソン

　私は、40年程前から、いろ

いろなボランティア活動をし

てきました。

　英字新聞の車椅子キャンペ

ーンであったり､ＹＭＣＡの身

体障害者の駅伝大会を企画したり、また、ＩＴ業

界のひきこもりとワーキングプアの為の駅伝大会

を企画し、 実行いたしました。

　私は今、アイエスエフネットが運営する沼津に

あるエンパワーフィットネスセンターで毎週１回

指導をしています。

　アイエスエフネットの渡邊社長は沼津出身で、

このフィットネスセンターを健常者だけのもので

はなく、障害者の為にも何かをしなければならな

いと考え、 私もその考えに賛同しました。そこ

で今回私はボランティア活動の経験を活かして沼

津で駅伝大会を企画しました。

　今日、皆さんにお話ししたいのは、駅伝大会し

実施するためには、私達の力だけでは足りません

ので、４月の末に駅伝大会を実施できるよう、 

ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。

　私達、健常者は障害のある方と手を取り合い、

いたわる必要があると考えます。

　私も精一杯の努力をいたしますので、どうかご

協力をお願いいたします。

　近いうちにご挨拶のお伺いいたしますので、よ

ろしくお願いします。

　４月の末、昼から、健常者と障害者と子供と親

と・・・皆さんで世の中の為に走りましょう。

= 編集後記 =

  1月に入って、士業関係の会議等が多く、例会

を休みがちです。メイキャップはしていますが、

今回のチャックウィルソンさんの話を聞けなくて

残念でした。個人的には 3月中旬まで忙しい日々

が続きます。　　　　　（編集担当　久松　但）
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　　　　　　　　　芹澤和子 会長 

本日はクラブ協議会上期活動報告です。よろ

しくお願いいたします。

ある研修委員会の情報を抜粋して今日は話し

てみます。四大奉仕の概念の中にロータリーの活

動の基本は優秀な職業人であるロータリアンが毎

週一回の例会に出席してロータリーの哲学である

奉仕の心を学び、それを通して親睦を深め、それ

によりさらに奉仕の心を深め充実させていくとこ

ろにあります。例会によって形成された奉仕の心

はロータリアン個人がそれぞれ家庭、地域社会、

国際社会で実践に移すことになります。

1905年誰一人信用できる人のいない大都会の

中で心から信頼できる友を求めて、会員の親睦と

事業上の繁栄を目的にスタートしたロータリー活

動に、市民への奉仕という発想が加わりました。 

1910年代に入ってクラブとしての実践を伴わ

ないロータリーの理念に飽き足らずクラブとして

の金銭的奉仕や身体的奉仕も積極的にすべきだと

いう動きがあり実践派と理念派の対立まで発展し

ましたが、1923年の国際大会での決議の採択によ

り論争に終止符がうたれ、両派の対立が解消され

ました。この決議により、他人の事を思いやり、

他人のための尽くす奉仕活動の根本原理が明確に

定義されると共に、ロータリーの奉仕の哲学は単

なる理念の提唱ではなく実践の哲学であり奉仕活

動を伴わなければならない、というロータリー活

動の重要なポイントが明示されました。ロータリ

アン個人、ロータリークラブにも実践が求められ

ています。

1927年の国際大会に於いてクラブの管理運営

を実践させた分類を整理したのが「四大奉仕部

門」です。実践上または管理上の利便からロータ

リーの機構を抜本的に再編成して、現在の四大奉

仕に基づいた委員会構成に変更されました。理事

会の下にクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際

奉仕委員会を置き理事をそれぞれの委員長に充て

るというもので、現在の委員会構成の原型となる

ものです。当時ロータリーの綱領は６条からなっ

ており、この綱領に基づく諸活動がロータリーの

原則となり、その後、内容範囲、意味などが変

わって改善され現在のロータリーの目的となりま

した。

研修資料は、細部まで紹介されております。

その資料を拝読いたしますとロータリアンの先輩

は、その時代の背景によりロータリー活動を検討

改善してきたのだろうと尊敬の念を抱きます。今

後も未来永遠に活動が続くために改革にチャレン

ジしなければならないときもあるような気がしま

す。

２月のプログラム

1125回12:30
2月5日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC 指導者
講習会報告　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1126回18:30
2月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　2ｸﾗﾌﾞ合同例会 
クラブ管理運営委員会

1127回13:00
2月22日(日)

ホテルグランド富士　
静岡第3分区ＩＭ　新富士ＲＣ

1128回12:30
2月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
会員卓話　クラブ管理運営委員会

　　　　　

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 久松　但

ロータリーに輝きをロータリーに輝きを

例会場:ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日:毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局 ●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者 ●川口恵美
　　E-mail ●numawestrc@ny.thn.ne.jp

● クラブテーマ ●

   ロータリーで未来の夢を実現しよう

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
2014～2015年度

第24巻28号
2015年1月29日

◆◆第1124例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会　上期活動報告
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クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数　25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1124 回 25名 23名 - 92.00%

1122 回 25名 14名 4名   72.00%

●ビジター

1.名取賢吉様：沼津北RC

●欠席者（ 2名）

  頴川ゆう子、下原満知子

●他クラブへの出席者

  久松　但（1/23　沼津RC）

●スマイル報告（本日のスマイル 17,000円）

1.伊縫文哉：誕生日のお祝いありがとうございま

　す｡入会記念日のお祝いありがとうございます｡

2.芹澤和子、3.植松正：本日のクラブ協議会上期

　報告、よろしくお願いします。

4.本村文一：バッジ忘れました。

5.鈴木良則、6.久松但、7.成田みちよ

　：所用につき、早退させていただきます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①新富士ロータリークラブ

　2月10日(火)  夜間例会

　2月22日(日)  静岡第3分区IM

　2月24日(火)　特別休会

②長泉ロータリークラブ

　2月14日(土)  静岡第2分区IM　移動例会

　※2月11日(水)はMU受付もありません

③沼津柿田川ロータリークラブ

　2月16日(月)→12日(木)沼津西RC合同夜間例会

　※2月16日(月)はサインのみMU受付

2.報告・連絡事項

①次回は、理事会がありますので、理事の方は出

　席ならびに協議資料の提出をお願いします。

②2月のロータリーレートは、1ドル=118円です。

クラブ協議会報告（上期活動報告）

　　　　　　　　　　　　　　　幹事　植松　正

　本日のクラブ協議会は、上期活動報告を各委員

長より発表をしていただきました。

　まず、クラブ管理運営委員会より、近隣他クラ

ブより出席率が低調であったことや、特別例会の

内容等が報告されました。

　クラブ広報委員会からは、毎週確実に週報を発

行したほか、鮒の放流がマスコミに取り上げられ

たことが発表されました。

　会員増強維持委員会では、ロータリーデイの２

回実施と会員純増１名の実績が発表されました。

　奉仕プロジェクト委員会は、企業訪問、外部卓

話、鮒の放流の実施のほか、IAC 関連のセミナー

参加や報告会を開催した旨の発表がされました。

　ロータリー財団委員会については、財団への1

人100ドルの寄付、米山奨学生等の卓話やセミナ

ー報告の実施に加え、鮒の放流事業について補助

金を活用した実績が報告されました。

　SAAは、楽しさのなかに緊張感のある例会運営

に努めたことや、毎月「ロータリーの目的」を朗

読したこと等が発表されました。

　最後に、芹澤会長より総評をいただき、メーキ

ャップ者の発表やレディース委員会の活性化の要

望があったものの、総じて堅調に計画が遂行され

ていることに感謝の意を表されました。

上期同様、下期も円滑に遂行できますよう、会員

皆様のご協力をお願い申し上げます。

＝ 編集後記 ＝

   先日、沼津RCにメイキャップに行ったとき、

栗原市長の卓話を聞く機会がありました。

　その中で、沼津のお宝100選を知らない人が多

い、という話を伺いました。毎年、成人式に合わ

せて成人議会を行っているのですが、その中で話

が出たようです。広報の裏表紙にも記載があり、

パンフレットも作成されているようですが、100

全てを言える人はなかなかいないようです。　




